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芥川龍之介

堀川 のののの大殿様 のような方方方方 はははは、、、、これま では固固固固より、、、、後後後後 のののの世世世世には恐恐恐恐らく
二人とは いら っしゃ いますま い。。。。噂噂噂噂 にににに聞聞聞聞きますと、、、、あ の方方方方 のののの御 誕生 にににに
な る前前前前 には、、、、大威徳 明王 のののの御姿がががが御 母君 のののの夢枕 にお立立立立ち にな ったとか
申申申申すすすす事事事事 でござ いますが、、、、とにかく御生れ つきから、、、、並並並並 々々々々のののの人間と は御御御御
違違違違 いにな っていたよう でござ います。。。。でござ います から、、、、あ の方方方方 のののの為為為為
さ いました事事事事 には、、、、一一一一つと して私私私私ども の意表 にににに出出出出 て いな いも のはござ
いません。。。。早早早早 いいいい話話話話がががが堀川 のお邸邸邸邸 のののの御規模をををを拝見致 しましても、、、、壮大とととと
申申申申 しましょう か、、、、豪放とととと申申申申 しましょう か、、、、到底私ども の凡慮 には及及及及ばばばば
な い、、、、思思思思 いいいい切切切切 った所所所所があ るよう でござ います。。。。中中中中 にはまた、、、、そ こを色色色色 々々々々
とあげ つら って大殿様 のののの御性行 をををを始皇帝やややや煬帝 にににに比比比比 べるも のもござ
いますが、、、、それは諺諺諺諺 に いう群盲 のののの象象象象 をををを撫撫撫撫 でるようなも のでもござ いま
しょう か。。。。あ の方方方方 のののの御思召 はははは、、、、決決決決 してそ のよう に御自分ば かり、、、、栄耀
栄華をなさらうと申申申申す のではござ いません。。。。それよりはも っと下下下下 々々々々のののの
事事事事 ま で御考え にな る、、、、いわば 天下とととと共共共共にににに楽楽楽楽 しむと でも申申申申 しそうな、、、、大大大大
腹中 のののの御器量がござ いました。。。。
それ でござ います から、、、、 二条大宮 のののの百鬼夜行 にににに御遇 いにな っても、、、、
格別御障 りがな か った のでござ いましょう。。。。また陸奥 のののの塩竃 のののの景色をををを

写写写写 した ので名高 いあ の東三条 のののの河原院 にににに、、、、夜夜夜夜なななな／＼ 現現現現われると いう噂噂噂噂
のあ った融融融融 のののの左大臣 のののの霊霊霊霊 でさ へ、、、、大殿様 のお叱叱叱叱りを受受受受け ては、、、、姿姿姿姿 をををを消消消消
した のに相違ござ いますま い。。。。かような御威光 でござ います から、、、、そそそそ
のののの頃洛中 のののの老若男女がががが、、、、大殿様とととと申申申申 しますと、、、、まるで権者 のののの再来 のよ
う に尊尊尊尊 みみみみ合合合合 いましたも、、、、決決決決 して無 理 ではござ いません。。。。何時ぞや、、、、内内内内
のののの梅花 のののの宴宴宴宴 から の御帰りに御車 のののの牛牛牛牛がががが放放放放れ て、、、、折折折折 から通通通通りかか った老老老老
人人人人にににに怪我をさ せま した時時時時 でさ へ、、、、そ の老人はははは手手手手をををを合合合合 せて、、、、大殿様 のののの牛牛牛牛
にかけられた事事事事をををを難有が ったと申申申申すすすす事事事事 でござ います。。。。
さような次第 でござ います から、、、、大殿様御 一代 のののの間間間間 には、、、、後後後後 々々々々ま で
もももも語語語語りりりり草草草草 になりますような事事事事がががが、、、、随分沢山にござ いました。。。。大供 のののの引引引引
出物 にににに白馬ば かりを三十頭、、、、賜賜賜賜 った こともござ います し、、、、長良 のののの橋橋橋橋 のののの
橋柱 にににに御寵愛 のののの童童童童をををを立立立立 てた事事事事もござ います し、、、、それからまた華陀 のののの術術術術
をををを伝伝伝伝えた震 旦 のののの僧僧僧僧 にににに、、、、御腿 のののの瘡瘡瘡瘡をををを御 切ら せにな った事事事事もござ います し、、、、
―― 一一一一々々々々数数数数 へへへへ立立立立 てておりま しては、、、、と ても際限がござ いません。。。。がががが、、、、
そ の数多 いいいい御逸事 のののの中中中中 でも、、、、今今今今 では御家 のののの重宝 にな っております地獄
変変変変 のののの屏風 のののの由来程、、、、恐恐恐恐ろし い話話話話 はござ いますま い。。。。日頃はははは物物物物 にににに御騒ぎぎぎぎ
にならな い大殿様 でさ へ、、、、あ の時時時時ば かりは、、、、流 石にににに御驚き にな ったよ
う でござ いました。。。。まして御側 にににに仕仕仕仕え ていた私私私私どもが、、、、魂魂魂魂 もももも消消消消え るば
かりに思思思思 った のは、、、、申申申申 しししし上上上上げ るま でもござ いません。。。。中中中中 でも この私私私私なななな
ぞ は、、、、大殿様 にも 二十年来御奉 公申 しておりましたが、、、、 それ でさ へ、、、、

あ のような凄凄凄凄 じ い見物 にににに出遇 った事事事事 はははは、、、、ついぞまたとな か った位位位位 でご
ざ います。。。。
しかし、、、、そ の御話をををを致致致致 します には、、、、あら かじめまず、、、、あ の地獄変 のののの
屏風をををを描描描描きました、、、、良秀とととと申申申申すすすす画師 のののの事事事事をををを申申申申 しししし上上上上げ て置置置置くくくく必要がござ
いましょう。。。。
二二二二
良秀とととと申申申申 しましたら、、、、あ る いはただ いま でもな お、、、、あ の男男男男 のののの事事事事をををを覚覚覚覚ええええ
て いら っしゃる方方方方がござ いましょう。。。。そ の頃絵筆をとりま しては、、、、良良良良
秀秀秀秀 のののの右右右右 にににに出出出出 るも のは 一人もあ るま いと申申申申された位位位位、、、、高名なななな絵師 でござ
います。。。。あ の時時時時 のののの事事事事がござ いました時時時時 には、、、、彼彼彼彼 これもう 五十 のののの阪阪阪阪 にににに、、、、
手手手手がとど いておりましたらう か。。。。見見見見たたたた所所所所はただ、、、、背背背背 のののの低低低低 いいいい、、、、骨骨骨骨とととと皮皮皮皮ばばばば
かりに痩痩痩痩 せた、、、、意地 のののの悪悪悪悪そうな老 人でござ いました。。。。それが大殿様 のののの
御邸 へへへへ参参参参 ります時時時時 には、、、、よく丁字染 のののの狩衣 にににに揉烏帽 子をかけ ておりま
したが、、、、人人人人がら は至至至至 って卑卑卑卑 し い方方方方 でででで、、、、なぜ か年年年年よりら しくもなく、、、、唇唇唇唇
のののの目立 って赤赤赤赤 いのがががが、、、、そ の上上上上 にまた気味 のののの悪悪悪悪 いいいい、、、、いかにも獣獣獣獣め いた心心心心
もちを起起起起さ せたも のでござ います。。。。中中中中 にはあれは画筆をををを舐舐舐舐める ので紅紅紅紅
が つく のだなどと申申申申 した人人人人もおりましたが、、、、どう いうも のでござ いま
しょう か。。。。最最最最 もそれより 口口口口のののの悪悪悪悪 いいいい誰彼 はははは、、、、良秀 のののの立居振舞がががが猿猿猿猿 のよう
だとか申申申申 しまして、、、、猿秀と いう諢名ま で つけた事事事事がござ いました。。。。
いや猿秀とととと申申申申 せば、、、、かような御話もござ います。。。。そ の頃大殿様 のののの御御御御

邸邸邸邸 には、、、、十五にな る良秀 のののの 一人娘がががが、、、、 小女房 にににに上上上上 っておりま したが、、、、
これはまた生生生生 み の親親親親 には似似似似も つかな い、、、、愛嬌 のあ る娘娘娘娘 でござ いました。。。。
そ の上早くくくく女親 にににに別別別別れましたせ いかかかか、、、、思思思思 いや り の深深深深 いいいい、、、、年年年年よりはませ
たたたた、、、、利 巧なななな生生生生れ つき で、、、、年年年年 のののの若若若若 いのにも似似似似ずずずず、、、、何何何何 かとよく気気気気が つくも
のでござ います から、、、、御台様をををを始始始始 めめめめ外外外外 のののの女房たち にも、、、、可愛がられ て
いたよう でござ います。。。。
す ると何何何何 か の折折折折 にににに、、、、丹波 のののの国国国国から人馴れた猿猿猿猿をををを 一匹、、、、献上 したも の
がござ いま して、、、、それにち ょうど悪戯盛 り の若殿様がががが、、、、良秀と いう名名名名
をををを御御御御 つけになりま した。。。。ただ でさえ そ の猿猿猿猿 のののの容 子がががが可笑 し い所所所所 へへへへ、、、、かかかか
ような名名名名が ついた のでござ います から、、、、御邸中誰 一人笑わな いも のは
ござ いません。。。。それも笑笑笑笑うば かりならよろしうござ いますが、、、、面白半
分分分分 にににに皆皆皆皆 のも のが、、、、や れ御御御御庭庭庭庭 のののの松松松松 にににに上上上上 った の、、、、や れ曹 司 のののの畳畳畳畳をよご した
のと、、、、そ の度毎 にににに、、、、良秀 々々とととと呼呼呼呼びびびび立立立立 てては、、、、と にかく いじめたが る
のでござ います。。。。
所所所所があ る日日日日 のののの事事事事、、、、前前前前 にににに申申申申 しました良秀 のののの娘娘娘娘がががが、、、、御文をををを結結結結 んだ寒紅梅
のののの枝枝枝枝をををを持持持持 って、、、、長長長長 いいいい御廊下をををを通通通通りかかりますと、、、、遠遠遠遠 く の遣 戸 のののの向向向向う か
らららら、、、、例例例例 のののの小猿 のののの良秀がががが、、、、大方 足 でも挫挫挫挫 いた のでござ いましょう、、、、何時
も のよう に柱柱柱柱 へへへへ駆駆駆駆けけけけ上上上上 るるるる元気もなく、、、、跛跛跛跛をををを引引引引きききき／＼、 一散 にににに、、、、逃逃逃逃げ て
参参参参 る のでござ います。。。。 しかもそ の後後後後 から は楚楚楚楚 をふ り上上上上げ た若殿様がががが
「「「「 柑 子盗 人めめめめ、、、、待待待待 てててて。。。。待待待待 てててて。」とととと仰有 りながら、、、、追追追追 いかけ て いら っ

しゃる のではござ いませんか。。。。良秀 のののの娘娘娘娘 はこれを見見見見ますと、、、、ち ょいと
のののの間間間間ためら ったよう でござ いますが、、、、ち ょうどそ の時逃げ て来来来来たたたた猿猿猿猿がががが、、、、
袴袴袴袴 のののの裾裾裾裾 にすがりながら、、、、哀哀哀哀れな声声声声をををを出出出出 して啼啼啼啼きききき立立立立 てました―― とととと、、、、急急急急
にににに可哀 そうだと思思思思うううう心心心心がががが、、、、抑抑抑抑ええええ切切切切れなくな った のでござ いま しょう。。。。
片 手にににに梅梅梅梅 のののの枝枝枝枝をかざ したまま、、、、片 手にににに紫匂 のののの袿袿袿袿 のののの袖袖袖袖をををを軽軽軽軽 そう にはらり
とととと開開開開きますと、、、、やさ しくそ の猿猿猿猿をををを抱抱抱抱きききき上上上上げ て、、、、若殿様 のののの御前 にににに小腰をををを
かがめながら 「「「「 恐恐恐恐れながら畜生 でござ います。。。。どう か御勘弁遊ば し
ま し。」とととと、、、、涼涼涼涼 し い声声声声 でででで申申申申 しししし上上上上げ ま した。。。。
がががが、、、、若殿様 のののの方方方方 はははは、、、、気負 って駆駆駆駆け てお出出出出 でにな った所所所所 でござ います
から、、、、むず かし い御顔をなす って、、、、二三度御 みみみみ足足足足をををを御踏鳴 しにな りな
がら、、、、
「「「「
何何何何 でかばう。。。。 そ の猿猿猿猿 はははは柑 子盗 人だぞ。」
「「「「
畜生 でござ います から、、、、 ……」」」」
娘娘娘娘 はもう 一度 こう繰 返しましたがやが て寂寂寂寂 しそう に ほほ笑笑笑笑 みますと、、、、
「「「「
それに良秀とととと申申申申 しますと、、、、父父父父がががが御折檻をををを受受受受けますよう で、、、、どうもた
だだだだ見見見見 ては いられませぬ。」とととと、、、、思思思思 いいいい切切切切 ったよう に申申申申す のでござ います。。。。
これには流 石 のののの若殿様もももも、、、、我我我我をををを御折 りにな った のでござ いま しょう。。。。
「「「「
そう か。。。。 父親 のののの命乞なら、、、、枉枉枉枉げ て赦赦赦赦 してとらすと しよう。」
不承無 承にこう仰有 ると、、、、楚楚楚楚をそ こ へ御捨 てにな って、、、、元元元元 いら し つ
たたたた遣 戸 のののの方方方方 へへへへ、、、、 そ のまま御帰りにな ってしま いま した。。。。

